
除菌教室研修ガイド

除菌に関する正しい知識を習得し、現場での除菌作業に対応する事を最

大の目的とし、研修カリキュラムを構成させました。１０年以上の活動実

績を持つ特定非営利活動法人子ども育成支援協会との二人三脚にて活

動を行っている当協会の除菌研修は、他社に無い技術を研修にて学び

取る事が出来ます。一般研修と資格者研修の２種類ごぜいますが、必要

要素に合わせ受講種類をお選びください

一般社団法人砂場室内除菌協会



研修の種類は２種類ございます！

１、除菌マイスター

・除菌マイスター１級（ビジネスとして活用したい方へ）

技術を習得して、除菌アドバイザーとして数多くの方へ除菌のノウハウを教室を開き（オンラインで全国へ）伝える事

ができます、オンラインで行えば教室は必要有りませんので、多額の経費は掛かりません、教室をお持ちの方は

現状でも教室が利用可能です、教室用システムが用意されております。

※研修内容には、除菌マイスター２級の研修内容が入ります。

・除菌マイスター２級 （活用を目的とした方への研修）

除菌作業を覚え社会貢献に寄与した方へ。お友達・知り合・ご近所さんへウイルス対策を伝え感染予防に備えたいと

お考えの方のプランです。（資格証明書発行）

・除菌マイスター３級 （一般研修）

自宅、ご自分のお店の除菌作業を見直し、正しい作業でウイルス対策を行いたい方用です、研修費用も適正価格で

除菌作業の知識は十分習得できます、 （除菌研修受講者証明書の発行）



除菌マイスター１級・２級合格者には
接触感染管理士の資格が付与されます。

• 接触感染管理士とは

一般社団法人砂場室内除菌協会の民間資格で、接触部からの二次感染が問題になってい

る現状に対し、接触部からの二次感染を防止する為に除菌マイスター１級・２級の研修内容

に接触部の除菌作業を独自開発した手法（アイテム活用含む）及び自治体等の指導要綱を

習得して正しい二次感染予防作業を研修にて確立して、その後確認試験を行い合格者に与

えられる民間資格です。



２、砂場室内除菌管理士

組織準備期間の５年間で、特定非営利活動法人子ども育成支援協会（略称：子育会）で行っ

ている、砂場と室内の除菌作業を習得して本年５月に子育会より営利事業の部分を分離して

頂き、設立したのが一般社団法人砂場室内除菌協会（略称：砂室除菌会）です。

子育会応援時の作業内容としては、豪雨災害地での除菌作業がメインで、その他は施設及

び一般家庭での作業を行い特殊な物としては砂場の除菌があります、砂室除菌会では砂場

での臭いの発生原因の一つにネコちゃんの排出物があります、 砂室除菌会はネコちゃんの

保護活動を通じ雑菌の検査及び処置方法を解析して砂場除菌に応用しております。

又作業性を図る為に 数多くの機械及び工具を開発し作業の効率化を図っております。

この技術を習得して自治体の仕事・一般家庭の除菌・お店の除菌・工場の除菌を行うのが砂

場室内除菌マイスターです。



研修方法

除菌マイスター
1級

・実技（オンライン）
・学科（オンライン）
・試験（郵送）

除菌マイスター
２級

・実技（オンライン）
・学科（オンライン）

除菌マイスター
３級

・オンライン研修
（ビデオにて）

砂場室内除菌
技術士

・学科（オンライン）
・実技、２日間現場
（研修センターにて）



研修に関する重要事項

取得する研修等 研修時間 研修費用 認定期間 認定証明書の発行

除菌マイスター１級 ２０時間
（オンライン含む）

・研修費：20万円
・終了書代：２万円

・１年後更新研修
・費用：1万円

・自治体提出用
：１部千円

除菌マイスター２級 １０時間
（オンラインのみ）

・研修費：５万円
・終了書代：１万円

・1年後更新研修
・費用：１万円

資格証明書のみ

除菌マイスター３級 ５時間
（オンラインのみ）

・研修費：5千円 ・なし 受講証明書のみ

砂場室内除菌
技術士

３２時間
・オンライン：８時間
・現場研修：16時間

・研修費：30万円
・認定書：５万円
・終了書代：２万円

・1年後更新研修
・費用：３万円

・自治体提出用
：1部千円

※除菌マイスター２級資格者が、除菌マイスター１級を希望する場合には、研修費のみが１０万円となり、研
修時間も１０時間少なく成ります。



除菌研修の内容

除菌
研修

除菌の必
要性につ

いて

除菌作業
を行う道具
について

非常時の
対処方法

作業方法
について

除菌マイスター１・２級
者及び砂場室内除菌
技術士のみ

砂場室内除菌技術士研
修者は現場実習あり

薬品メーカーの安全データーシートを中心に説明

基礎部分のみ



除菌マイスター１級の権利範囲

• １級合格者には指導者の権利が与えられると共に、接触感染管理士資格が付与されます。

具体的には

①教室を開く事が出来る（協会より開業許可書を発行）

②授業料の設定の取り決めはなし

③授業時間の制限なし（合格者には、教室と協会の連名にて認定書を発行）

• オンラインで教室の開業が可能です（対応が可能な範囲でお願いします）

• 認定書は協会が発行します（手数料が１万円かかります）

• ご希望があれば、除菌剤及び工具類も販売いたします（教室名でのＯＥＭも可能です）



砂場室内除菌技術士の権利範囲

• 砂場室内除菌技術士には事業許可および

ブランドの利用を許可します。

• 自治体等の落札後の添付資料として、認定

者に対する証明書の発行を致します。

• 社員に対する研修が出来ます、但し砂場室

内除菌技術士の証明書は協会が発行しま

す。

• 作業対象エリアは有りませんが、エリア内情

報は協会がながします。

• 開発商材の販売権が付与されます

遊具の除菌も出来ます



必要費用について

研修費（内訳書あり） ロイヤルティー 月会費（一括可能） 更新代金（１年後）

除菌マイスター１級 ２２０，０００円 なし １０，０００円 １０，０００円

除菌マイスター２級 ６０，０００ なし 希望者のみ １０，０００

除菌マイスター３級 ５，０００ なし 希望者のみ なし

砂場室内除菌
技術士

３７０，０００ なし １５，０００ ３０，０００

※・会費支払い者に関しては ： 依頼資料を無料配布・情報誌の配布等を行います。
・資格取得時から１年間は資格者としますが、１年後に更新が無い場合には資格が無い物とします。



研修費の内訳

資料代金（円） 技術使用料 講師授業料 報告書代 経費

除菌マイスター
１級

５，０００ １５０，０００ ３０，０００ ３０，０００ ５，０００

除菌マイスター
２級

１，０００ ３５，０００ ２０，０００ なし ４，０００

除菌マイスター
３級

５００ ２，０００ ２，０００ なし ５００

砂場室内除菌
技術士

２０，０００ ２１０，０００ ６０，０００ ６０，０００ ２０，０００



事業展開者用参考積算資料

１、標準的な砂場での積算（縦３㍍×横３㍍×深さ４０㎝）

・除菌剤噴霧2回で作業時間 ： 1時間（段取り含む、作業者1名）

標準単価（搬入が10メートル）： ２５，０００円～３２，０００円（除菌剤により単価ダウン可能）

２、室内点検３２坪以下の住宅で ： ２０，０００円～４０，０００円（間取りが多い場合上がります）

３、工場内、会社内の除菌作業 ： １㎥/３００円～５００円（空間除菌もあり）

４、キッズルーム複合遊具（大型） ： １㎡/５００円～８００円（設備が複雑な場合は上がります）

５、協会開発商材販売 ： 定価の４０％～５０％引き



一般研修者・事業参考用積算資料

除菌マイスター１級（教室による収益予想等）

・研修費として ： １名９，０００円～２５，０００円（設定金額の変更は可能です）

・会費として ： 月/１，０００円～２，０００円（会費は全て利用可能です、ロイヤルティーなし）

・除菌剤販売 ： 定価の４０％～５０％が仕切（ＯＥＭ化も可能です）

・３級認定証 ： ２，０００円（除菌マイスター３級の認定証、教室で発行）

・接触感染管理士証： 年間１５，０００円（協会本部発行で本部手数料あり）

除菌マイスター２級

・除菌剤販売 ： 定価の６０％～８０％が仕切（販売数量により仕切が下がります）



砂室除菌会
に毎月支払

う代金

• 除菌マイスター１級合格者

会費の支払いが必要になります ： 月/１０，０００円（税別）技術情報の配信料等

・除菌マイスター２級合格者

希望者は情報が入手できます ： 月/１，０００円（税別）会報誌等の対価として

・砂場室内除菌技術士

会費の支払いが必要になります ： 月/１５，０００円（税別）技術使用料として



研修申し
込み前の
注意事項

１、研修の受講は、反社会的勢力に関係する方の申し込みは出来ません。

２、研修受講希望者に関しては、身体的理由で受講できない事は一切ありません。

３、外国人国籍の方は証明書等の提出が必要になります。

４、研修時でのお子さまの同伴は構いません。（事前の申告が必要です）

５、入金後に日程調整を行い研修となります、尚、受講者が証明できる物が必要に

なります（運転免許証等）。

６、砂場室内除菌技術士の研修は現場研修が２日間入ります、宿泊が必要な方

はお申しつけ下さい。

７、砂場室内除菌技術士の希望の方で、遠方の方で現場研修が不可能な方は研修

時間と費用が増えますが、お申しつけ下さい。（９万円プラスになります。）

８、研修費振込後の返金は一切できませんので、申し込み時には注意して下さい。

但し診断書等が提出された場合はその限りではありません。

９、仕事の紹介は一切行いませんが、仕事を取る為の相談はお受け致します。



お申し込み手順

内容の確認
• 研修用ガイドをメールいたします。

申し込み

• 専用の申込書に内容を記載してメールにてお送り下
さい

確認
• 担当者より希望日時に電話が入ります



除菌教室研
修ガイド

・
テクニカル
編

技術に関しては研修を受講しないと開
示できない部分もありますが、研修を希
望する方への参考の為添付しました。

本編では技術の一部を開示します。



除菌商材の販売も可能です
ここにもビジネスチャンス！

• 等協会は除菌商材の開発も行っております、勿論他社に無い戦

略商材です。例えば除菌ボトルの除菌まで行う除菌ボトルの開

発もその一つです、写真は関東で有名なスーパーマーケットです

が、除菌ボトルが汚れで変色しています。

これでは共用部からの二次感染は十分考えられます、

そこで開発したのが「じょきん君」です。
２０２０年９月２５日１８時撮影



協会開発の瓦
礫の中でも走
行可能な除菌
噴霧装置です。

市販品を改良のため開発費が少なく、
購入単価も低く設定しています、写
真は西日本豪雨災害の被災地真備
町での作業風景です。



報告書は写真を
選ぶだけ

• 専用写真台帳に選んだ写真の

横に内容を記載するだけの報

告書



研修センターは戸建て住宅
実際の住宅を使い除菌研修を行いますので、一般家庭が現場でも安心です。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

一般社団法人砂場室内除菌協会 

除菌マイスター資格・特殊講習のご案

  

除菌マイスターの研修は一般的
な除菌講習だけでは有りませ
ん、ペットと暮らせる居住空間
の除菌講習も行います。  

 

ペットには除菌剤は少しキ
ツイ存在です、ですがウイル
ス対策で必要不可欠な時代
です。 

ペット対応除菌講習の研修内容を一部公開いたします 
 １、ペット対応除菌剤の選び方及び使用方法について 
   ・市販品でも対応できる商品は有りますが、出来ない物も 
    数多くあります、ペットに合った物をご紹介・研修！ 
 
 ２、環境の整備についての研修 
   ・ネコちゃんワンちゃんの居住空間は雑菌の繁殖しやすい 
    場所が非常に多いのが現状です、まずはインフラ整備か

ら研修します。  
 
 ３、除菌の前に清掃が必要です 
   ・異物が厚いと除菌剤の効果も半減します、そこで効果的 
    な清掃方法を研修します。 
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